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【국문 록】

1830년  이와미(石見)국 하마다(浜田)에 사는 하치에몬(八右衛門)이 

다 시마(竹島, 울릉도)로 항한 사건, ‘덴포 다 시마 일건’(天保竹島一

件)이 일어났다. 그는 하마다번의 내락을 얻어 다 시마에서 천연자원을 

채취하고 매했으나, 1836년에 체포되어 처형당했다.

이와 련해 쓰카모토 다카시(塚本孝)는 1950년  한･일 정부간 독도 

유권 논쟁 시 일본정부의 낡은 견해를 꺼내어 이 사건을 독도 문제에 이

용하고 있다. 그는 이 사건의 결문에 하치에몬은 마쓰시마(松島, 독도)

로 도해한다는 명목으로 다 시마로 도해했다고 기록되었으므로 마쓰시

마로의 도항은 문제없었으며, 마쓰시마에 해 일본 토로서의 의식이 

에도(江戶)시 를 통해 계속되었다고 주장했다. 

이에 해 이 우치 사토시(池内敏)는 ‘덴포 다 시마 도해 지령’이 

1696년 ‘겐로쿠(元祿) 다 시마 도해 지령’을 이어받았으므로 마쓰시마

로의 도해도 지되었다고 주장했다. 그런데 ‘덴포 다 시마 도해 지령’

은 겐로쿠 기에 쇼군( 軍)이 다 시마(울릉도)를 조선에 건네주었다고 기

록했으며 역사 사실을 오해하고 있다. 따라서 이 우치의 논증은 충분치 

않으며, 막부(幕府)가 겐로쿠 도해 지령을 어떻게 계승했는지 검증이 필
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１. はじめに

石見国浜田で廻船業を営む今津屋八右衛門1)は、1833(天保4)年に竹

 1) 資料によっては会津屋八右衛門とされるが、八右衛門の供述調書�竹島渡

요하며, 한 막부가 마쓰시마를 어떻게 인식했는지 조사할 필요가 있다. 

본고는 에도마치부교쇼(江戸町奉行所)가 작성한 �天保撰要類集�등을 바

탕으로 이 우치의 논증을 수정 혹은 보완한다. 

막부는 다 시마･마쓰시마의 소속에 특별한 심을 가졌는데, 이를 알 

수 있는 겐로쿠 기 막부의 자료는 이미 화재로 소실되어버렸다. 막부는 쓰

시마(対馬)번에 문의하고, 다 시마 근처에 있는 마쓰시마도 겐로쿠 기에 

도해가 지되었던 것이나, 조선지도에는 울릉도와 우산도가 그려져 있는 

것 등을 알았다. 이런 정보를 바탕으로 막부의 최고 사법기 인 평정소 

계자는 다 시마･마쓰시마 양도를 조선 땅처럼 붉은 색으로 그린 지도를 

작성했다. 이는 오사카마치부교쇼(大坂町奉行所)가 ｢다 시마 방각도(竹

嶋方角圖)｣에서 두 섬을 조선 땅으로 그린 단을 따랐던 것이다. 이처럼 

‘덴포 다 시마 일건’은 막부가 다 시마･마쓰시마를 분명히 조선 땅으로 

인식한 사건이다. 결국, 에도시 를 통해 막부는 다 시마･마쓰시마를 일

본 땅으로 인식한 일이 단 한 번도 없었다.

【주제어】

하치에몬, �天保撰要類集�, 겐로쿠 다 시마 일건, 울릉도쟁계, 다 시마
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島(欝陵島)へ密航、天然資源を採取して密売したが、3年後に大坂町奉

行所によって摘発されるという事件があった。いわゆる天保竹島一件

である。この事件には浜田藩がからんでいたことが判明したので、同

藩を調査できない大坂町奉行所はこの一件を幕府の 高司法機関であ

る評定所に渡すことになった。そして八右衛門らの身柄や彼の供述調

書�竹島渡海一件記�2)などを評定所へ って役目を終えた。評定所は浜

田藩関係 や対馬藩の家 なども取り調べた末、密航当時の浜田藩主

松平周防守康任(改名後は下野守)に永蟄居を命じ、八右衛門や浜田藩家

岡田家の門番3)橋本三兵衛に死罪を宣告するなど厳罰に処した。

この事件に対する見方であるが4)、江戸幕府や明治政府の公式記録

は浜田藩が関与して八右衛門が竹島で抜荷をおこなったという見解を

示している5)。一方、地方誌や地方史は八右衛門の抜荷を｢貿易｣と評

海一件記�にて今津屋八右衛門とされるので、屋号は今津屋が正しいとさ

れる。森 和男｢天保竹島一件顛末｣�郷土石見� 102号、2016、33 。

 2) 東京大学総合図書館所蔵。内題は｢朝鮮持地竹嶋渡海一件大略｣であるが、

内容は八右衛門の申口である。この編纂 は、森 和男の前掲論文の34

によれば大坂西町奉行所であり、同書は評定所へ られた。この資料

の翻刻文は、森 和男�八右衛門とその時代�(浜田 教育委員会、2002)資

料編に掲載されている。ただし、これには疑問字や不明字などが約100字

ある。それらを改訂した�竹島渡海一件記�の翻刻および韓国語訳は、朴

炳渉｢付録 �竹島渡海一件記�의 翻刻과 翻訳｣�慶尚北道 独島史料研究会 

終報告書(2010-2018)� 慶尚北道、2018a、249-266 .

http://www.dokdo.go.kr/pages/s02/page.html?mc=7873&no=OQ==&mode=vie

w&bbs_id=board_nkbbs27&start=0&key=&keyword=&category=&search_date_st

art=&search_date_end=&dongcode=&DEP_CODE=

 3) 橋本三兵衛の身分は資料によりまちまちであったが、�天保撰要類集�第24

によれば、評定所での調べによって岡田家の庭番から門番になったとさ

れる。

 4) 詳細は、朴炳渉｢天保竹島一件과 独島領有権問題｣�慶尚北道 独島史料研

究会 終報告書(2010-2018)� 慶尚北道、2018b、229-235 。

 5) �通航一覧續輯�巻之五(国立公文書館所蔵)朝鮮国部｢潛商刑罰｣；�續通信全

覧�類輯之部貿易門518、開港以前雑件｢石州松原浦無宿八右衛門 竹島渡
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価し、彼は竹島を手始めに海外雄飛した偉人であったとみる傾向が強

い6)。そうした見方は地方史の研究 にも見られるが、全体的には八

右衛門は浜田藩との関わりをもちながら竹島で抜荷をおこなったとす

る見解が大勢を占めている7)。

しかし、 近では�天保撰要類集�などをもとに、八右衛門の竹島で

の抜荷はなかったとする論証もなされている8)。同書は天保期に江戸

町奉行所が執務上用いた幕府の法令･先例などを奉行所の撰要方が集

成したものである。江戸町奉行は寺社奉行や勘定奉行らとともに評定

所一座の構成員として天保竹島一件を直接処理したので、その過程で

江戸町奉行所が作成あるいは入手した天保竹島一件関連の公文書を編

纂した�天保撰要類集�は信頼性がきわめて高い基本資料である9)。本

海密商一件｣、アジア歴史資料センター、コード：B13090404100；北沢正

誠�竹島 證�下(国立公文書館所蔵)、1881；外務省記録局�外交志稿�巻

之三十、1884、738 。

 6) �那賀郡誌�松陽新報社、1916、129 ；島根縣史編纂掛�島根縣史�第8巻、

島根県、1929、728-731 ；石見史談会�濱田町史�一誠社、1935、148

；浜田 誌編纂委員会�浜田 誌�上巻、浜田 、1983、242 ；島根縣

教育会�島根縣誌�島根縣教育会、1923、308 。

 7) 田村清三郎�島根県竹島の新研究�島根県総務部、1965、24 ；児島俊平｢会

津屋八右衛門･竹島密貿易事件の真相｣�亀山�13号、1986、74 ；河田竹

夫｢竹島事件の受難 、橋本三兵衛と今津屋八右衛門｣�亀山�14号、198

6、104 ；上原兼善｢近世の密貿易｣�ＮＨＫ歴史ドキュメント⑦�日本放

出版協会、1987、124 ；落合功｢｢竹島渡海一件｣について｣�中央史学�

第24号、2001、56-57 ；森 和男、前掲書、52 ；深井甚三�近世日本

海海運史の研究�東京 出版、2009、168 。

 8) 朴炳渉、前掲論文、2018b、235-238 。

 9) �天保撰要類集�二十四、御仕置之部二、｢無宿八右衛門  竹嶋渡海目論

見一件ニ付 松平下野守江御 御答書其外取計振 伺之事｣。�天保撰要類

集�四十三上、町奉行之部拾、｢松原浦八右衛門其外之もの共 竹嶋江渡海

致し候一件之内 松平周防守家來岡田秋齋外壱人於石州濱田 自害致し候

ニ付 組与力同心検使遣し候一件｣。いずれも国会図書館所蔵。�天保撰要

類集�二十四－四の影印･翻刻･韓国語訳は、慶尚北道 独島史料研究会、�獨

島關係 日本古文書 4� 慶尚北道、2017、7-121 。
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稿はこの資料なども活用して独島＝竹島の領有権問題との関連をみる

ことにする。

さて、事件の処理を終えた幕府は改めて竹島渡海禁止令を1837年に

発令した。この禁止令は元禄竹島渡海禁止令と同様に松島(独島)につ

いては何もふれていない。そのため、この禁止令によっても松島への

渡海は問題なかったとの主張がなされている。たとえば、島根県竹島

問題研究会の杉原隆は、｢天保竹島一件で、幕府の筆頭 中職の が

松島は明確に日本領だという認識を示している｣ので、元禄竹島一件

以降は竹島のみならず松島(独島)への渡海も禁止されたとする韓国側

の主張は誤りであると主張した10)。

同様に同研究会の塚本孝は、1836(天保7)年の八右衛門に対する判

決に｢松嶋え渡海の名目を以て竹嶋へ渡り｣とあることなどから、松島

(独島)は、｢日本領としての意識が江戸時代を通じて継続した｣11)と主

張した。この主張は、1950年代における韓日両政府間の独島領有権論

争にて日本政府が主張した古い見解を受け継いだものである。日本政

府は田村清三郎12)や川上健三13)らの説をもとに｢日本政府見解3｣(1956

年)にて、｢天保8年(1837年)には石見国浜田藩廻船問屋会津屋八右衛門

の竹島(欝陵島)密貿易事件が発覚し、八右衛門ははりつけの刑に処せ

られたが、これに連累した浜田藩家 岡田頼母の家來橋本三兵衛は、

八右衛門に対し欝陵島への渡海を松島への渡海の名目をもって取り計

http://www.dokdo.go.kr/pages/s02/page.html?mc=7873&no=Mw==&mode=vie

w&bbs_id=board_nkbbs27&start=0&key=&keyword=&category=&search_date_st

art=&search_date_end=&dongcode=&DEP_CODE=

10) 竹島問題研究会�竹島問題100問100答�ワック、2014、152 。

11) 同上書、143 。

12) 田村清三郎�竹島問題の研究�島根県弘報文書課、1955、23 。

13) 後日、次の書に著した。川上健三�竹島の歴史地理学的研究�古今書院、1966、
191 。
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らう方法のあることを同事件の判決文中において申し述べている。こ

のことは、竹島(欝陵島)渡海禁制後も、松島(今日の竹島[独島])への渡

航は何ら問題でなかったことを示している｣14)と主張し、独島＝竹島

を日本領とする有力な根拠に天保竹島一件を利用した。ただし、現在

の日本政府はこの事件に一切ふれていない。

塚本らの主張に対して池内敏は、｢[天保渡海禁令が]元禄竹島渡海

禁令を踏まえて発令されたものである以上は、ここでも継続して日本

人の松島[独島]渡海が禁止されていることが明らかである｣、｢八右衛

門が処刑された事実は、橋本三兵衛の教唆が通用しなかったことを意

味しているのであり、橋本の教唆は、元禄竹島渡海禁令の趣旨や松島

[独島]が竹島(鬱陵島)抜きでは活用できないという実情を無視して述べ

た、一地方武士の机上の空説にすぎない。こうした空説に依拠した川

上説は成り立たない｣15)と反論した。

しかし、八右衛門が処刑されたのは竹島への密航を理由とするもの

であり、池内の反論は松島の所属問題との関連を充分に明らかにする

ものではない。池内の反論を不充分と見たのか、塚本孝は依然として

八右衛門への先の判決文を根拠にし、｢[元禄期の]鬱陵島への渡航禁止

後も今日の竹島[独島]への渡航は禁じられておらず、日本領として認

識されていた｣16)と主張し、論争は今も継続中のようである。

池内が、天保竹島渡海禁令が元禄のそれを踏まえたとする根拠は、

禁令の文 が、｢右島[竹島]は往古、伯州米子の どもが渡海して魚

14) 外務部�韓日往復外交文書(1952-1973)�1977、148-149 。外務省�日韓交渉

正常化交渉の記録�(刊行年度不明)、XV-131 では該当部分が｢�長生竹島

記�(1801年)には、石見国浜田藩･･･｣と記されているが、これは筆写ミス

であり、｢石見国浜田藩｣直前の文章が十数行抜けている。

15) 池内敏�竹島－もうひとつの日韓関係史�中公新書、2016、106-107 。

16) 塚本孝｢国際法的見地から見た竹島問題｣�不条理とたたかう�拓殖大学、2017、
141 。
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などおこなったが、元禄期に［ 軍が］朝鮮国へお渡しになって以

来、渡海停止が仰せつけられた場所である。すべて異国への渡海は重

大な制禁である。今後、右の島も同様に心得て渡海してはならない｣17)

と記したことであろうか。この文 からは天保期の幕府が竹島は元禄

禁令以前は日本の地であったと理解していたことを読み取れる。実際

は、後述のように元禄禁令以前にも幕府は竹島を日本の地とは えて

いなかったので、｢朝鮮國へお渡し｣になったという理解は史実に反す

る。このように幕府は元禄期に竹島渡海禁止令がだされた事実は知って

いても、その理由や経緯を誤解したのであり、元禄竹島渡海禁止令をす

べて正しく理解していないことが明らかである。したがって、天保禁令

は元禄禁令を踏まえたので松島への渡航は禁止されたとする池内の主

張は論証が不充分であろう。本稿はそれを補強することとする。

池内は、幕府が｢朝鮮國へお渡し｣という誤った認識をもつに至った

原因について、後述するように、元禄竹島渡海禁止令によって家業を

失った大谷家が元文期ころ生業補償を求めて幕府へ嘆願したことに由

来すると主張した。しかし、一商人の認識が百年間にわたって幕府内

に定着したことを示す根拠をほとんど示していない。本稿はこうした

池内の見解も検証する。

本稿では江戸時代の文献にしたがい、島名において単に竹島と記す

ときは欝陵島＝蔚陵島を指し、松島は現在の独島を指す。ただし、引

用文にて竹島が独島を指すときは竹島[独島]と記す。また、すべての引

用文にて［ ］内は筆 の注であり、( )内は原文のままである。なお、

年号のみは主に西暦を用いる。たとえば、元禄8年12月11日を西暦に直

17) �御徒方萬年記�(国立公文書館所蔵)百拾七乾、天保8丁酉年2月21日におけ

る原文は、｢右嶋往古 伯州米子之 渡海、魚 致候得共、元祿之度朝鮮

國江御渡ニ相成以来、渡海停止被 仰遣候場所ニ有之、都而異國渡海之

重キ御制禁ニ候条、向後右嶋之 も同様相心得、渡海致間敷候｣。
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すと1696年1月15日になるが、換算の煩瑣を避けるために元禄8年をす

べて1695年とし、元禄8年12月11日を1696年12月11日と表記する。

2. 八右衛門の竹島密航と浜田藩の対応

八右衛門が竹島(欝陵島)へ密航した経緯を見ておこう18)。1831(天保

2)年、八右衛門は新潟から江戸へ米を運んだおりに浜田藩の江戸藩邸

に勘定役村井荻右衛門および勘定頭大谷作兵衛を訪ね、竹島での渡海

事業を試しにおこなって利益が出れば藩へ冥加銀を差しだしたいと願

い出て内存書( 画書)を提出した。八右衛門は蝦夷(北海道)の松前へ

渡航するたびに見かける無人島、竹島の豊かな天然資源に着目してい

た。八右衛門は浜田へ帰って返事を待つ間、家 岡田頼母の門番橋本

三兵衛から呼出を受けて内存書について聞かれたので、竹島渡海の有

益さを説いた。

江戸藩邸では大谷から報告を受けた年寄 作大夫は彼に幕府の勘定

吟味役中村長十郎へ竹島の所属などを問い合わさせた。中村からは、

｢右[竹島]はいずれの国の地とも差し決めがたい、手入れ等はすべきで

はない｣という回答があった19)。これを受け、大谷は国元の勘定元方

役三沢五郎右衛門へ書状を って家 岡田へ上の趣旨を伝えるよう依

頼した。

翌1832年、八右衛門は村井から｢竹島の は日本の地とも差し決め

18) 事件の経過は下記の文献からの引用である。森 和男、前掲論文、27-31

；朴炳渉、前掲論文、2018b、222-229 。

19) �天保撰要類集�における原文は、｢ 作大夫差圖を以大谷作兵衛より中村

長十郎 御勘定吟味役の節 及問合候處 いつれ之國地とも難差極手入等

不可然旨之挨拶｣。

gk374
引き出し線
5

gk374
線
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がたいので渡海の目論見は止めるべき｣20)と記された書状を受けとっ

た。渡海をあきらめきれない八右衛門は橋本三兵衛へ熱心に働きかけ

た。橋本は八右衛門に竹島への渡海は無理なので竹島はやめてその近

くの松島へ渡海したらどうかと話した。これに対して八右衛門は、松

島は 島なので見込みがないと答えた。三兵衛がこうした事情を岡田

頼母秋斎へ伝えたところ、｢秋斎も渡海させたい様子であり、[江戸か

ら]竹島のみ差し止めが来た上は、松島の名目で風の様子によって竹

島へ渡る分には問題ないだろう。これはその方[三兵衛]の差し働きで

八右衛門へ申し聞かせ方もあるだろう｣21)などと話した。

家 の岡田が渡海させたがっていた背景には、浜田藩の逼迫した財

政事情があった。この事件に関する風説書によれば、藩主松平周防守

が筆頭 中という役職柄、浜田藩は｢勝手方[財政]必死と疲弊、諸方

御貸付金を始、向々借用金高も相嵩｣22)という困難な財政状態にあっ

た。そのために岡田は八右衛門の竹島渡航を前向きに受け入れ、｢竹

島へ渡海し、島を細見して見込みどおりに相違なければ取扱方もあろ

う｣23)と え、秘密裡に渡海させることにした。当時の藩主が 中な

ので、その権力によって取扱方もあろうという算段であった。ただ

し、江戸藩邸には松島の名目を残して竹島へ渡海し、万一露見したら

着の姿を装うこととした。

20) �竹島渡海一件記�の原文は、｢竹嶋之 日本之地共難差極候付渡海目論

見相止可｣。

21) �無宿狩込一件�における三兵衛への判決文の原文は、｢秋齋ニおゐても渡

海爲致度様子ニ而、竹嶋而已差留來ル上 松嶋之名目ニ而、風之模様ニ

寄竹嶋江渡越分 苦ヶ間敷哉、右 其方差働ヲ以八右衛門江申聞方も可

有之｣。

22) �續通信全覧�類輯之部貿易門、｢石州濱田松原浦無宿八右衛門 竹島渡海

密商一件｣。

23) �竹島渡海一件記�の原文は、｢渡海致 嶋方及細見 弥見込之通無相違候

ハ  ヽ 猶取扱方も可有之｣。
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橋本三兵衛から竹島渡海の内諾を得た八右衛門は渡航準備を整え、

1833(天保4)年6月15日、竹島へ向けて浜田を出航した。途中、難風に

遭って 流したが、やっと7月21日に竹島へ到着した。その間、松島の

近くを通ったが、船中から見たところ松島は樹木もない さな島で見込

みがないとみて立ち寄らず通過した。竹島ではトド(アシカ)、ケヤキ、

桑、杉、櫻の木などを採った。竹島は見込みどおり天然資源が豊かな島

であった。また、竹島の周囲をめぐって竹島の絵図も描いて帰途につい

た。途中、またもや難風に遭い、積み荷の大半を捨てて難を れた。

浜田へたどり着いた八右衛門は、竹島で伐木したケヤキや桑など良材

三本を橋本三兵衛の所へ持参し、竹島は｢莫太有益之地｣であると話し

た。家 岡田は橋本からこの話を聞くや、竹島の所属を本格的に穿鑿し

始めた。その詳細は�天保撰要類集�第24によると次のとおりである。

1834年、岡田は江戸家 松平亘へ｢右島[竹島]は一体、朝鮮国付与

とも定まっていないとかねて聞いているが、渡海が許されない場所な

のかどうか、しかと知りたい｣24)と連絡した。同年6月、松平亘は対馬藩

の江戸家 杉村但馬に近づいて竹島の所属を問い合わせた。杉村は、｢右

[竹島]は容易ならざる場所であり、その書付けがいろいろあるが、みだ

りに渡せられない｣25)と一旦はことわった。しかし、当時の対馬藩は

財政担当 中である松平周防守康任に財政問題で頼み事をしていたの

で、その周防守の家 からの頼みとあれば断るわけにもいかず、十一

月、竹島に関する日本と朝鮮との往復書簡の写し二冊を松平亘へ渡し

た。この資料から松平亘は、竹島は｢先年かの国[朝鮮]へお渡しになっ

24) �天保撰要類集�第24、天保7年7月28日の原文は、｢右嶋之 一躰朝鮮國附

与も治定不致由兼而承傳 弥渡海等不相成塲所ニ而候哉 聢与承知致し度

旨申越｣。

25) 同上の記事における原文は、｢右 不容易塲所ニ而 品々書物等も有之候

得共 猥ニ難差出意味有之｣。



天保竹島一件における松島(独島)に対する日本の領有権論争  247

た場所であると記されている｣26)ことを知ったという。

その間、八右衛門はたびたび橋本を訪ねて橋本の指示を待ち続けた

が、何の沙汰もなかった。そうしたおり、八右衛門は以前に竹島へ一

緒に渡海した重助から意外なことを聞いた。重助は讃州 豆島の平右

衛門らと竹島渡海を計画し、それを橋本三兵衛へ届け出たところ、橋

本は｢渡海してはいけないとはいわなかった｣27)という。この時はまだ

浜田藩の方針が定まっていなかったので、橋本は｢表だって指図はお

よびがたい｣28)というしかなかったのであろう。

その後、重助や平右衛門らは毎年のように竹島へ渡海したようであ

るが、1836年に大阪町奉行所によって摘発された。その後、重助らは

江戸へ られ、牢獄で病死した。これは拷問によって死亡したのであ

ろう。 伝馬町の牢獄には特別な土蔵造りの拷問蔵が用意されてお

り、拷問がしばしばおこなわれていた。一方、八右衛門は橋本の沙汰

を待つうちに大坂町奉行所によって摘発された。その時の供述による

と彼の竹島渡海は一回限りだったようである。

3. 幕府の誤った竹島認識と松島調査

1) 幕府の松島認識

まず、杉原隆のいうように 中が松島(独島)は日本領だと認識して

26) �天保撰要類集�第24、天保7年7月28日の原文は、｢同十一月中 日本より

朝鮮國江之徃復書翰等冩弐冊差越候處 同嶋 先年彼國江御渡ニ相成候塲

所与相見候｣。

27) �竹島渡海一件記�の原文は、｢渡海不相成と 不申聞候｣。

28) �無宿狩込一件�によれば、獄死した藤右衛門への判決文の原文は、｢表立

難及指圖旨申聞候｣。
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いたかどうか検証する。杉原隆は、｢幕府の筆頭 中で浜田藩主であ

る松平周防守康任のいる江戸屋敷から、竹島[欝陵島]は日本領である

かどうか明確でないから行ってはならないが、松島ならよいという回

答があった｣と主張した。

しかし、橋本三兵衛の供述によれば、前述のように家 岡田頼母は

彼に対し、江戸から竹島のみ差し止めが来た上は、松島の名目で風の

様子によって竹島へ渡る分には問題ないだろうと語っていた。また、

江戸藩邸の村井荻右衛門は八右衛門に対して渡海の目論見は止めるべき

であると明 していた。このように松島を名目にして竹島ヘ渡海すると

いう発想は江戸屋敷からではなく、国家 岡田および橋本からでたので

ある。したがって、江戸屋敷から｢松島ならよいと回答があった｣などと

いう杉原の主張は成り立たない。さらには、架空の｢江戸屋敷の回答｣を

唯一の根拠にした、｢幕府の筆頭 中職の が松島は明確に日本領だ

という認識を示している｣という説ももちろん成り立たない。

<図 1> 大坂町奉行所�竹島渡海一件記�付属の｢竹嶋方角図｣
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このように八右衛門らは松島渡海を名目にしたが、大坂町奉行所は

竹島へ行く途中にある松島も朝鮮の地と判断し、八右衛門らの い

れを じた。大坂町奉行所は竹島･松島の位置を示す｢竹嶋方角図｣<図1>

を作成して�竹島渡海一件記�に添付したが、その地図にて竹島･松島

を朝鮮半島と同じく赤く着色して両島が朝鮮領であることを明確にし

た。ただし、奉行所は両島を朝鮮領とすることに確信が持てなかった

のか、地図中に｢前書申口振合を以試に図かく｣と記入し、同図が試し

に描いた図であると断り書きを入れていた。

この地図を含む�竹島渡海一件記�を受けとった幕府は、本格的に竹

島･松島の所属などを調査した。幕府はすでに勘定吟味役中村長十郎

が竹島の所属を調査して浜田藩へ竹島はいずれの国の地とも差し決め

がたいと曖昧な回答をしていたが、この当時、元禄期の幕府の記録は

失われていたようである。中村の回答から約30年後、長州藩の村田蔵

六(後の大村益次郎)と桂 五郎(後の木戸孝允)は幕府へ｢欝陵島開拓建

書｣を提出したが、これに関して提出後の状況を調べた村田蔵六は

桂 五郎宛ての手紙に、｢長州の国許より竹島の件は内々にも幕府の

意向を伺うよう指示がありましたが、不許可でした。かつ、元禄年間

に朝鮮へ竹島を御渡しになった経緯を調べるよう指示があり、またま

た久貝因幡守の家来へ頼みましたところ、右記録は大目付の担当で西

の丸御目付がその記録を保管しておりました。ところが三度の火災で

記録は全て焼失しており元禄のことはわかりません｣と記してい

た29)。元禄期の記録が焼失したため、中村は竹島の所属を断 するこ

とができなかったようである。

一方、評定所は竹島については、前述のように松平亘の供述をとお

して情報を得、元禄期に｢朝鮮國へお渡しになられた｣島であると理解

29) 美濃清明、�坂本龍馬と竹島開拓�新人物往来社、2009、73 より再引用。
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した。松島については、対馬藩へ問い合わせをおこなった。幕府の問

合せ内容は、竹島･松島はすべて朝鮮の蔚陵(欝陵)島か、または竹島は

蔚陵島で松島は朝鮮外の地なのか、対馬から二島への方角や遠近･里

数、日本および朝鮮からの遠近･里数、これらの島への渡海がなされ

たかなどであった。特に｢松島は朝鮮外の地なのか｣という一 が入っ

ているように、松島の所属は幕府の特別な関心事であった。1836年8

月、対馬藩は竹島すなわち朝鮮の蔚陵島に関する地理などを説明した

うえで、松島についてはこう回答した。

元禄期に 中阿部豊後守様より質問があったので｢竹島の近所に松

島という島があり、そこへも日本人が渡って をすると下々の風説で

聞いています｣と答えたのが留書に見えます。竹島同様に日本人が

渡って をすることが停止された島であると えますが断定すること

はお答えしかねます。朝鮮地図を見ると蔚陵･于山の二島がありま

す。かの国の 民が竹島に渡海しています。かの国の官員が検分のた

め時折渡海すると聞いていますが今はわかりません。以前より持って

いる絵図を差し上げます30)。

このように、対馬藩は元禄期の記録をもとにして松島について説明

し、朝鮮地図を差しだした。こうした回答や朝鮮地図などから幕府は

竹島とその近くにあるという松島を朝鮮の蔚陵･于山の両島と え、

大坂町奉行所による｢竹嶋方角図｣の認識をそのまま受け入れたことで

あろう。評定所関係 が作成したとおもわれる�朝鮮竹嶋渡航始末記�

の付属地図<図2>は｢竹嶋方角図｣と同様に竹島･松島を赤く着色して朝

鮮の地として描いた。

30) ｢ 馬島宗家文書｣(韓國國史編纂委員会所蔵)古文書目録#4013。池内敏�竹島

問題とは何か�名古屋大学出版会、2012、69 ･334~335 。影印および韓

訳は、慶尚北道獨島史料研究会、前掲書、2017、196-205 。
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<図 2> �朝鮮竹嶋渡航始末記� 付属地図

2) 幕府の誤った竹島認識の由來

天保竹島渡海禁止令は竹島(欝陵島)について、｢元禄期に[ 軍が]朝

鮮国へお渡しになられた後は渡海停止が仰せ付けられた場所である｣
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と記したが、元禄期の幕府は竹島に領有意思をもたなかったので、禁

止令の文 は史実に反する。まずは元禄期における幕府の判断を確認

しておこう。

1693(元禄6)年、伯 国米子の町人大谷家は竹島で遭遇した安龍福

ら朝鮮人二人を日本へ連行した。同家は村川家とともに1625年ころ鳥

取藩をとおして幕府から竹島渡海免許を得て交互に竹島で 猟をおこ

なってきたが、約70年後の1692年に初めて竹島にて朝鮮人と遭遇し

た。同年につづいて1693年にも朝鮮人が竹島で をしていたため、

猟をあきらめて安龍福らを連行したのである。

この連行事件を機に対馬藩と朝鮮政府との間で竹島の領有をめぐる

論争、いわゆる元禄竹島一件(欝陵島争界)が始まった。幕府から朝鮮

人の竹島渡航禁止を朝鮮と交渉するよう命じられた対馬藩は、前藩主

である宗義真が竹島すなわち磯竹島は朝鮮の地ではないかと疑問を

もった。彼は藩 らに対し、先年(1620年)、対馬藩は幕府から磯竹島

にいる弥左衛門らを捕らえるよう命じられたが31)、これは幕府が竹島

を鳥取藩領ではなく、朝鮮領と えたからではないか、幕府へ確かめ

たらどうかとの意見を出した32)。たしかに宗義真の意見は一理ある。

ふり返ってみると、1625年ころ幕府が竹島渡海免許を鳥取藩へ出した

のは、幕府および鳥取藩がともに竹島が日本のいずれの藩にも属して

いないと えたことを示している。理由は、竹島が鳥取藩所属ならそ

のような申請も許可もあり得ないし、また、竹島が他藩の所属の場合

でも渡海許可の申請も許可もあり得ないからである。したがって、宗

義真の意見は正論である。しかし、対馬藩の藩論は公 の意向には

らえないという方針に落ち着き、同藩は幕府へ確認することなく、朝

鮮政府に交渉を申し入れた。

31) これに関する記録は、� 州編年略�；�通航一覧�129巻｢朝鮮國部｣

32) �竹島紀事�(国立公文書館所蔵)元禄6(1693)年9月。



天保竹島一件における松島(独島)に対する日本の領有権論争  253

これに対して朝鮮政府は300年も放置した 島のために両国の友好

が損なわれることをおそれ、日本の要求を受け入れるかのような回答

をした。すなわち、我が国は弊境の欝(蔚)陵島といえども遠洋へ往来

するのを禁じており、それを犯して日本国の竹島へ越境した 民を処

罰すると回答した。

対馬藩は、回答書に書かれた｢弊境の蔚陵島｣を削除するよう朝鮮へ要

求したが、政権が変わった朝鮮政府は強硬姿勢に転じ、日本側のいう竹

島はわが国の欝陵島、一島二名であるのに、そこへ渡った日本 民を捕

らえず、かえって我が 民を捕らえたのは誠信の道理にはずれると対馬

藩を非難した。これによって両国の交渉は膠着状態に陥った。

1695(元禄8)年12月、対馬藩では幼い藩主の後見人になった宗義真

や、家 平田直右衛門らが一緒に上京したおり、朝鮮との交渉の状況

を幕府へ報告した。 中阿部豊後守は平田を呼び、朝鮮側のいう一島

二名説に関連して竹島の他に島があるかどうか ねた。平田は、｢つ

ぶさには存じませんが、竹島の近所に松島という島があり、そこへも

[日本人が]渡って をしていると下々の風説に聞いています。かの筋

[鳥取藩]へお ねなされば、くわしく知ることができるでしょう｣33)と

答えた。

阿部はそれにしたがって鳥取藩へ竹島渡海の詳細や、他に同藩に所

属する島があるかどうかなど7 目にわたって ねた。鳥取藩の回答

は、竹島が鳥取藩に属さないこと、竹島の他に松島があるが、両島と

も鳥取藩に属さないことなどを回答した。さらに幕府が松島に関して

ねると同藩は、松島は隱岐福浦からは80里、竹島からは40里で日本

のいずれの国にも属さないと聞いていると回答した。これらの回答に

33) �竹島紀事�元禄8年10月の原文は、｢具ニ 不存候得共 竹嶋之近所ニ松嶋

与申嶋御座候而 彼所江も罷越候而 仕所之由 下々之風説ニ承候 彼筋江

御 被遊候はヽ相知可申由申上候｣。
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よって疑問が解消した幕府は1696(元禄9)年1月、竹島渡海禁止令をく

だした。その理由は宗義真が来日した朝鮮の訳官使へ直接伝えた口上

書によると、①竹島は因幡･伯 へ付属するものでもない、②竹島を

日本へ取ったということでもない、③空島なので伯 の が渡って

をしたまでである、④しかるに近年、朝鮮人が渡海し、両国の 民ら

が入り交じるのはいかがと宗義真が憂慮を伝えた、⑤竹島は朝鮮へ道

程も近く、伯 よりはほど遠いため、再びこちらの 民が渡海しない

ように 軍が仰せ付けられたということであった34)。

このように天保期以前に幕府は一貫して竹島を日本の地ではなかっ

たと認識していた。したがって、天保期における幕府の｢朝鮮國へお

渡し｣という竹島認識は明らかに史実に反している。ちなみに、この

誤った認識は幕末から明治初年にかけて なからぬ影響を及ぼした。

ひとつは幕末期に外国奉行が作成する日本地図に竹島を記載するかど

うかという問題であり、もうひとつは先の欝陵島開拓建 書や、明治

初年の竹島開拓願などである35)。その内、欝陵島開拓建 書は、｢竹

島の義は朝鮮へ御渡し相成申候説も御座候｣と記した36)。明らかに天

保竹島渡海禁止令の誤った文 の影響をみてとれる。

さて、天保期の幕府がそのような誤った認識をもった理由について

池内敏は、大谷家が元文から延享期(1730-1740年代)にかけて寺社奉

行に対しておこなった生業の維持を求める嘆願に由来すると主張し

た37)。大谷家の由緒書には元禄竹島渡海禁止令に関し、朝鮮国王より

竹島の は往古日本のご支配に相違ないとする証文をとったうえで朝

鮮国王へお けになったと記されているという。しかし、一商人の竹

34) �竹島紀事�元禄9年10月。

35) 池内敏｢｢国境｣未満｣�日本史研究�630号、2015, 13-14 。

36) 美濃清明、前掲書、69-70 。

37) 池内敏、前掲論文、2015、13 。
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島認識が寺社奉行に受け入れられたとしてもそれは一過性であろう

し、約百年後の天保竹島一件時にまで引きつづき幕府内にて定着して

いたと見るのは困難であろう。実際、天保期の幕府にはそうした認識

がなかったことが前述の勘定吟味役中村長十郎の回答から明らかであ

る。その時点での幕府の認識は｢竹島はいずれの国の地とも差し決め

がたい｣というものであり、竹島を｢朝鮮國へお渡し｣という認識はな

かった。したがって、幕府の誤った認識は大谷家に由来するという池

内の見解は成り立たないであろう。

幕府のそうした誤った認識は、前述のように評定所が浜田藩家 松

平亘を 問した時に生じたのである。このような誤解のもとになった

対馬藩と朝鮮との往復書簡であるが、元禄竹島一件時の往復書簡を調

べたところ、1699年3月に対馬藩が朝鮮政府へ伝えた｢口上之覚｣が浮

かびあがった。これは、元禄竹島一件が解決したことを喜ぶ対馬藩の

書契を朝鮮へ渡す際に口頭で伝えられたが、そこにこう記された。

｢朝鮮国は竹島を多年にわたって捨て置いた。その間に日本 民が

同島で八十余年間にわたって をおこなった。しかも、朝鮮政府は対

馬藩に対して同島を朝鮮領と主張する機会がたびたびあったにもかか

わらず、そうしなかった。そのため、同島はおのずと日本の属島のよ

うになった。そこで日本は朝鮮国へ朝鮮人が竹島へ渡海しないよう申

し入れた。しかし、もともと竹島は朝鮮領なので両国間の誠信通交の

ために 軍が聞き分けをなされて日本人の竹島への渡海を差し止めた

のである｣38)。

このように対馬藩の見解は、竹島は元は朝鮮領であったが、朝鮮が

日本 民の長年にわたる 猟を黙認した結果、竹島は日本の属島のよ

うになったというものであった。それを 軍が聞き分けをされて日本

38) �竹島紀事�元禄12(1699)年1月。



256  韓日關係史硏究 제67집

の属島同然ではあるが、竹島ヘの渡海を禁止したという認識であっ

た。こうした対馬藩の認識から松平亘らは 軍が竹島を｢朝鮮國へお

渡しになられた｣と理解したのであろう。その誤った理解が天保期の

幕府に引き継がれたのである。

4. 竹島渡海関係 の松島認識

塚本孝は松島(独島)が日本領としての意識が江戸時代を通じて継続

したとする主張の根拠として八右衛門に対する判決文を引用した。そ

の該当部分は｢右 寄松島え渡海の名目を以竹島え渡り｣であり、｢右｣は

竹島(欝陵島)を指す。すなわち松島は竹島に も近い島であると認識さ

れていた。通常、離島である竹島への渡海が禁止されたのなら、それに

も近い島も渡海が禁止されたと見るのが常識的な判断であろう。

実際に竹島へ渡海をおこなっていた大谷家はそのように判断してい

た。1740-1741年、同家は先の嘆願運動において寺社奉行らや長崎奉

行に元禄期の竹島渡海禁止令を｢竹島･松島両島の渡海禁制｣と説明し

ていた。これに対して寺社奉行大岡越前守は、竹島･松島両島渡海禁

制を命じられた以後は米子城主から扶持でも貰ったのかと質問し

た39)。官民ともに元禄竹島渡海禁止令は、その中に松島の名はなくて

も竹島･松島を一体としてとらえて、両島への渡海禁止と認識したの

である。

このように松島は竹島と一体ないしは一対であるという見方は、す

でに1660年ころには確立していた。大谷･村川両家や、両家の竹島渡

海免許取得に尽力した幕臣阿倍四郎五郎やその家臣亀山庄左衛門らは

39) 池内敏、前掲論文、2015、16－18 。
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松島を｢竹嶋近所の松嶋｣40)などと認識していた。さらに、竹島におけ

るアシカ猟の不振から大谷家も1661年からしぶしぶ 猟条件の悪い松

島でもアシカ猟を始めることになったが、これについて亀山庄左衛門

は大谷九右衛門勝実に宛てた書状(1660.9.5)に、｢来年から竹嶋の内、

松嶋へあなた様の船が渡るはずであることを先年[阿倍]四郎五郎が

中の内意を得ました｣と記した41)。

この書状に書かれた｢ 中の内意｣に着目したのが塚本孝である。こ

れを唯一の根拠にして、｢記録上、1661年以降は、今日の竹島につい

ても幕府の公認の下で渡航していたことがわかる｣42)と主張した。こ

れに対して池内は、｢名前も明らかにならない某 中の｢内意｣をもっ

て｢幕府の公認｣｢幕府の許可｣とするのは暴論。おまけにこの史料にい

う｢内意｣それ自体が、ひょっとすると阿倍四郎五郎正之の裁量でその

ように述べたにすぎない架空の作為である可能性すら否定できないこ

とは、川上自身が述べている。こうした空疎な史料解釈で外務省見解

の穴埋めをするのは無理というものである。今日の竹島への渡海につ

いて幕府から公式の許認可があったことは、論証不可能である｣43)と

批判した。

さらに池内は川上のいう｢阿倍四郎五郎の裁量｣の可能性を追求し

た。もし、阿倍が 中の内意を得たとするなら、その時期は亀山書状

(1660.9.5)が書かれた前年の6月から9月の間であるが、その時期を書

状にて｢去年｣と書かず、あいまいに｢先年｣とぼかしたのは意図的な作

40) 大谷九右衛門宛て亀山庄左衛門の書状(1659.6.21); 川上健三、前掲書、81

。

41) �大谷氏 記�三(東京大学史料編纂所所蔵)における書状(1660.9.5)の原文は、

｢来年より竹嶋之内松嶋へ貴様舟御渡之筈ニ御座候旨 先年四郎五郎御

中様へ得御内意申候｣。

42) 竹島問題研究会、前掲書、142 。

43) 池内敏、前掲書、2016、63 。
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為が働いたためであるとみた。そのような作為をおこなった理由につ

いて池内は、1660年春に阿倍四郎五郎家では正継が死んで権八郎が後

継 となり、同家の権 は不安定な時期にあった。それでも権八郎は

大谷･村川両家の渡海の 番を変えるという先代の既定方針を確実に

実行させる必要があった。そこで同家の権 づけのため、作為的に｢

中の内意｣を持ちだしたのであると主張した44)。

池内の主張はもっとものようであるが、重要なのは池内が強調する

ように｢ 中の内意｣なるものは松島渡海の実行にとって必 の要件で

はなかったことである45)。当時、竹島ヘ行く途中にあって｢竹嶋近所

の松嶋｣、｢竹嶋の内、松嶋｣などと竹島の属島のように認識されてい

た松島へ渡海するのに免許や許可は不要であろう。実際、村川家はす

でに1657年に松島渡海を試みて船が着かず大損をこうむったが、幕府

から松島渡海をとがめられることはなかった。それどころか、そうし

た村川家のために幕臣阿倍四郎五郎が竹島渡海の 番を変えるべく奔

走したくらいであり、松島への渡航はまったく問題にならなかったの

である。結局、松島渡海は幕府の特別な許可のもとになされたとする

塚本の主張は成り立たないであろう。

5. おわりに

かつて、日本政府は独島＝竹島を日本固有の領土とする根拠のひと

つに天保竹島一件を引用していた。ところが、現在の日本政府はこの

一件について沈黙している。学問の進展によってこの一件がもはや有

44) 池内敏｢｢ 中の内意｣ ｣�日本史研究�682号、2019、64-65 。

45) 同上論文、65 。
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力な根拠ではなくなったと判断したに相違ない。しかし、日本人研究

の一部には依然としてこの一件を独島＝竹島を日本の固有領土とす

る根拠に利用している。

島根県竹島問題研究会の杉原隆は、天保期の 中は松島(独島)が明

確に日本領であると認識していたと主張した。その理由は、 中であ

り浜田藩主である松平周防守の江戸藩邸が竹島(欝陵島)への渡航は許

されないが松島渡航ならよいと判断して浜田へ連絡していたからであ

ると主張した。しかし、史料�竹島渡海一件記�や�天保撰要類集�第24

などによれば、松島の名目で風の様子によって竹島へ渡ることをいい

だしたのは国家 岡田頼母および同家の門番橋本三兵衛であり、杉原

の主張は成り立たない。

また、同研究会の塚本孝は、半世紀前の外務省や川上健三らの見解

を引き継ぎ、八右衛門に対する判決文に｢松嶋え渡海の名目を以て竹

嶋へ渡り｣とあることなどから、松島は日本領としての意識が江戸時

代を通じて継続したと主張した。しかし、判決文は｢右 寄り松島｣で

あり、右とは竹島をさす。すなわち、松島は竹島に も近い島であ

り、離島である竹島への渡航が禁止されれば松島への渡航も禁止され

たとみるのが常識的な判断であろう。実際、1660年代から松島へも渡

海していた大谷家などは元禄期の竹島渡海禁止令に松島の名はなくと

も、これを｢竹島･松島両島渡海禁制｣と理解していた。また、そう明

記した嘆願書を1740年ころ幕府の中枢機関である寺社奉行や長崎奉行

などへ提出し、寺社奉行も確認していた。

塚本に対する反論として池内敏は、八右衛門が死罪になったのは松

島渡海を名目にした竹島への渡海が通用しなかったことを示している

と主張した。しかし、八右衛門が死罪になったのは竹島密航の罪によ

るものであり、池内は幕府が松島をどのように判断したのか明らかに

していない。また、池内は、天保竹島渡海禁止令は元禄竹島渡海禁止



260  韓日關係史硏究 제67집

令をふまえているので松島も当然渡海禁止の対象であると主張した。

しかし、天保期の幕府が元禄竹島一件をすべて正しく踏まえていない

ことは、天保竹島渡海禁止令に 軍が竹島を朝鮮国へお渡しになった

と誤って記していることからも知れる。このように池内の論証は不充

分である。

幕府がそのような誤解をした原因は、幕府内で元禄期の資料が火災

で焼失してしまったので幕府が竹島･松島の所属を判断する際、全面

的に対馬藩の資料に頼ったことにある。対馬藩には元禄竹島一件にて

朝鮮とやりとりした外交文書が残っていた。そうした外交文書の写し

を浜田藩の江戸家 松平亘が入手し、 軍が元禄期に竹島を朝鮮國へ

お渡しになったと理解して評定所での取り調べにて語り、その理解が

そのまま幕府の見解になった。実際は、元禄期に幕府は鳥取藩の回答

から竹島はもともと朝鮮の地であったと判断していた。

一方、松島に関しては、幕府は天保竹島一件にて八右衛門が松島を

名目に竹島へ渡航したので松島の所属などに特別な関心をもって対馬

藩へ問い合わせた。その結果、幕府は竹島の近所に松島という島があ

り、かつて日本人がそこへも渡って をしていたが、元禄期に竹島同

様に渡海が停止されたようであること、朝鮮地図を見ると蔚陵･于山

の二島があり、朝鮮 民も竹島へ渡海していることなどを知った。こ

うした情報から幕府は竹島を欝陵島、松島を于山島に比定したことで

あろう。評定所関係 が作成した竹島･松島の図<図2>にて両島を朝鮮

半島同様に朱色に着色した。これは大坂町奉行所が作成した�竹島渡

海一件記�付属の｢竹嶋方角図｣<図1>と同様に両島を朝鮮領として表示

したのである。

このように元禄竹島渡海禁止令以降、幕府が竹島･松島を日本の地

であると認識したことは一度もなかったばかりか、天保期に幕府は竹

島･松島を朝鮮領と認識した。したがって、天保竹島渡海禁止令に松
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島の名はなくても、竹島 寄りの松島への渡海も許されないのであ

る。
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【ABSTRACT】

Japan's Territorial Disputes over Matsushima 

(Dokdo) in the Tempo Takeshima Affair

Park, Byoung-Sup

In the 1830s Hachiemon, who lived in Hamada, Iwami Province, was 

smuggled to Takeshima (Ulleungdo), and the Tenpo Takeshima Affair thus 

occurred. He received secret permission from Hamada Domain, and 

smuggled natural resources from Takeshima, but was arrested and 

executed in 1836.

In this regard, Tsukamoto Takashi applied the Affair to the Dokdo issue 

by drawing out the old view of the Japanese government during the 1950s 

debate over Dokdo between the Korean and Japanese governments. He 

asserted that Hachiemon nominally planned to travel to Matsushima 

(Dokdo), but instead travelled to Takeshima as shown in the judgment of 

this case. Thus the route to Matsushima was not a problem, and Japanese 

awareness of Matsushima as the territory of Japan persisted throughout 

the Edo period.

In response, Ikeuchi Satoshi claimed that travel to Matsushima had 

been banned because the Tempo-Takeshima Ban in 1837 was based on 

the Genroku-Takeshima Ban of 1696. However, the Tempo-Takeshima 

Ban mistakenly recorded that the Shogun during the Genroku period 

transferred ownership of Takeshima to Joseon. This misunderstood the 
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historical facts. Thus, Ikeuchi's arguments are not sufficient, and it is 

necessary to confirm how the Shogunate succeeded with the Genroku 

Ban, and also to investigate how the Shogunate perceived Matsushima.

This paper improves Ikeuchi's argument on the basis of the text Tenpo 

Senyoruishu by the Edo Magistrate's office. The Shogunate had a special 

interest in Matsushima's belongings, and inquiring of Tsushima Domain 

found that Matsushima, which was near Takeshima, was banned during 

the Genroku period, and that Ulleungdo and Usando were depicted on the 

Korea map. Based on this information, officials in the Hyojosho, the 

Supreme Justice Institution of the Shogunate, composed a map in which 

Takeshima and Matsushima were painted in red, similar to the mainland 

of Joseon. This was in accordance with a judgment issued by the Osaka 

Magistrate's office to map the two islands in Korean territory in 

the Takeshima Direction Chart. As such, the Tempo Takeshima Affair is a 

case in which the Shogunate clearly recognized Matsushima (Dokdo) as 

Korean land.

【Key words】

Hachiemon, Tenpo Senyoruishu, Genroku Takeshima Affair, Ulleungdo 

Dispute, Takeshima
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